
「“諸君ヨ、人一人ハ大切ナリ” 同志社大学 SDGs 研究」プロジェクト （2023年度）
AY2023 research support on SDGs studies of Doshisha University
- “Each and every person is precious.” -

－ All Doshisha Research Model 2025 －

SDGs達成に向けた研究課題を募集 FAQ
Application call for studies to achieve SDGs

No Question Answer

１ 研究代表者が他の申請グループに入ることは可能か？

Can the research representative join 
another application group?

研究分担者、研究協力者としての参画を可能とします。研究代表
者としての応募は1件のみ可能となりますのでご注意ください。

A research representative can participate in 
another project as a research co-investigators or 
research collaborator. Please note that a 
research representative can submit only one 
application.

2 他機関の研究者を研究分担者、研究協力者にいれること
は可能か？

Can researchers from another institution 
participate in the project as co-
investigators or research collaborators?

可能とします。ただし、予算執行に関しては、研究代表者が実施
してください。

Yes, they can. Note that the research 
representative must execute the budget.

3 学生を研究分担者、研究協力者に入れることは可能か？

Can students participate in the project as 
co-investigators or research collaborators?

研究分担者としての参画はできません。研究協力者として研究
に参画すること、成果発信の共著者等になることは妨げません。

No, they cannot participate as co-investigators. 
However, they can join as research collaborators 
and publish reports as co-authors.
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4 次年度着任予定の研究者は応募可能か？

Can researchers who will start work in the 
next fiscal year apply?

できません。応募締切時点において本学教員であり、かつ研究期
間満了まで任期がある場合に限り応募可とします。

No, they cannot. Only a faculty member of 
Doshisha University at the time of the application 
deadline and have a term until the end of the 
research period can apply.

5 次年度着任予定の研究者をメンバーに入れることは可
能か？

Can researchers starting work in the next 
fiscal year participate in the project as co-
investigators?

研究開始時(4月1日時点）に本学教員である場合に限り可とし
ます。

They can join the project if they are a faculty 
member of Doshisha University at the time of the 
start of the project (April 1).

6 2. 3. の研究協力者に交通費・謝金を支払うことは可能
か？

Can research collaborators (stated in #2 
and 3) receive transportation fees and 
rewards?

可能です。

Yes, they can.

7 ゴールが３つ設定できない場合はどうすればよいか？

Do I need to set three SDGs goals?

最大3つとしています。2つ以下でも問題ありません。

You are only required to set three goals at 
maximum. Therefore, you need to specify at least 
one.
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8 （共同研究枠）
他大学との共同研究の提案（共同研究枠）において、80
万円以上～100万円未満の申請は可能か？

(Collaborative Research Category)
Can I apply for joint research proposals 
with other universities (collaborative 
research category) with 800,000 yen or 
more and less than 1,000,000 yen?

できません。「共同研究枠」は、私立大学経常費補助金特別補助
「大学間連携等による共同研究」の増額を前提としているため、
100万円以上130万円未満の計画としてください。

No, you cannot. It must be 1,000,000 yen or less 
than 1,300,000 yen since it is based on the 
premise that the amount of subsidies will be 
increased by private university ordinary expense 
subsidies special subsidies, "collaborative 
research through inter-university collaboration."

（以降は、2022.12.7に追加）

９ （共同研究枠）
現在、他大学と実施している共同研究をもとに「共同研
究枠」として申請することは可能か？

(Collaborative Research Category)
Is it possible to apply for a "Collaborative 
Research Category" based on the joint 
research currently conducted with other 
universities?

実施中の共同研究の体制を基に、本公募の趣旨に基づく新たな
研究課題に取り組む場合は申請可能です。
すでに実施中の共同研究と同じ研究課題での申請はできません。

It is possible to apply when studying a new 
research topic based on the purpose of this call 
for proposals based on the joint research 
currently underway. Applying the same research 
topic as already underway is impossible.

１０ （共同研究枠）
共同研究枠で申請する場合は、申請までに大学間で学術
交流協定を締結している必要があるか？

(Collaborative Research Category)
When applying for a "Collaborative 
Research Category," is it necessary to 
conclude an academic exchange agreement 
between the universities before my 
application?

協定等の締結は採択後でも結構です。協定等の内容については、
事前に研究企画課までお問い合わせください。

You can conclude such an agreement after the 
adoption of your proposal. Please contact the 
Department of Research Planning in advance for 
the agreement's details.
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１１ 任期付教員であっても、「応募締切時点において本学教
員であり、かつ研究期間満了時まで任期がある場合」は
応募可能か？

Can I apply even if I am a faculty member 
with a fixed term, if I am a faculty member 
at this university at the time of the 
application deadline and my tenure is until 
the end of the research period?

可能です。なお、研究代表者として申請できる「本学教員」は、次
の身分です。

専任教員、任期付教員、特別客員教授、専任フェロー、特定
任用研究員（A・B）、チェア・プロフェッサー、特別任用助教
（有期研究員）、特別任用助手（有期研究員）

ただし、特定任用研究員Bは、「若手研究者の自発的な研究活動
等に関する取扱いについて」
（https://kikou.doshisha.ac.jp/inside/wakate/jihat
su.html)に準ずることとします。応募前に研究企画課までご連
絡ください。

Yes, you can. Please get in touch with the 
Department of Research Planning in advance 
regarding the condition of applying.
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